
年月日 掲載新聞 朝刊・夕刊 掲載頁 記事タイトル（見出し） 備考 通号

2013.4.2 西日本新聞 朝 21 大木町人事 行政 3-1

2013.4.6 読売新聞 朝 かわら版 菜の花の大木を歩く 観光 3-2

2013.4.5 西日本新聞 朝 ぽしぇっと ２９日まで彩彩クラブ作品展 文化 3-3

2013.4.13 読売新聞 朝 かわら版 彩彩クラブ作品展 文化 3-4

2013.4.20 読売新聞 朝 かわら版 アクアス１５周年記念イベント 観光 3-5

2013.5.18 読売新聞 朝 かわら版 エコな夏　イ草出番　「おしゃれで涼しい」と人気 産業 3-6

2013.6.22 読売新聞 朝 - キノコやアスパラ収穫体験　大木町の「アクアス」 観光　産業 3-7

2013.6.27 朝日新聞 朝 - ひしひし　地域学習 産業　教育 3-8

2013.6.27 毎日新聞 朝 25 ぬかるみに悪戦苦闘　大木町・木佐木小児童がヒシの苗植え 産業　教育 3-9

2013.7.27 読売新聞 朝 かわら版 おおき循環センターくるるん「くるっち」 文化　環境 3-10

2013.8.1 読売新聞 朝 30 アクアス夏祭り 観光 3-11

2013.8.3 西日本新聞 朝 27 筑後地区弁論最優秀 教育 3-12

2013..8.10 読売新聞 - - 楽しいイベント満載「道の駅おおき」土曜夜市 観光 3-13

2013.8.16 西日本新聞 朝 24 科学技術担う人材発掘へ 教育 3-14

2013.8.16 西日本新聞 - - 井戸３カ所で基準超え 環境 3-15

2013.8.19 西日本新聞 朝 22 大木町商工会会長旗ソフトボール大会 文化　スポーツ 3-16

2013.8.21 西日本新聞 朝 26 議会　大木町(２０日) 社会　政治 3-17

2013.8.23 朝日新聞 朝 27 広がる教室エアコン 社会　 3-18

2013.8.29 西日本新聞 朝 26 石川町政２期目マニフェスト検証　１日に公開討論会 社会　政治 3-19

2013.8.31 読売新聞 - - 県展【第６９回県美術展覧会】 文化 3-20

2013.9.5 毎日新聞 - - クリークで熱い戦い　１５日「おおき堀んぴっく」 観光 3-21

2013.9.7 西日本新聞 朝 32 ３Ｄ印刷使い家具装飾　大木町の和光 産業 3-22

2013.9.8 西日本新聞 朝 30 堀割で運動の秋満喫を 観光 3-23

2013.9.14 西日本新聞 朝 - 町長の公約を中間検証 社会　政治 3-24

2013.9.14 西日本新聞 朝 - １００歳以上　県内２４９４人 社会 3-25



年月日 掲載新聞 朝刊・夕刊 掲載頁 記事タイトル（見出し） 備考 通号

2013.9.16 西日本新聞 朝 - ハンギリ転覆クリークで熱戦　 観光 3-26

2013.9.17 朝日新聞 朝 31 堀んぴっく熱戦　大木の水辺わく 観光 3-27

2013.9.18 西日本新聞 - - 「おおき堀んぴっく」実行委員長の広松優一 観光 3-28

2013.9.21 読売新聞 朝 かわら版 大木パソコンサークル作品展 文化　【図書館】 3-29

2013.9.27 西日本新聞 朝 30 来月６日、さるこいフェスタ　大木町の魅力歩いて楽しむ 観光 3-30

2013.10.5 朝日新聞 - - 秋の農村「さるこい」 観光 3-31

2013.10.11 西日本新聞 - - 道の駅にＥＶ急速充電器　バイオマス発電活用 環境 3-32

2013.10.16 西日本新聞 朝 33 西日本書き方大会・筑後地区　６４９人が予選通過 文化　教育 3-33

2013.10.19 西日本新聞 朝 33 筑南ジュニア美術展　入賞、入選２５０点展示 文化　教育 3-34

2013.10.19 西日本新聞 朝 32 ヒシの実採り体験　大木町・木佐木小４年生 産業　教育 3-35

2013.10.19 毎日新聞 朝 23 苗から育てたヒシの実　泥んこで収穫　大木町の木佐木小 産業　教育 3-36

2013.10.19 読売新聞 朝 かわら版 ジャンル超え手作り７人展　[モリタインテリア] 文化 3-37

2013.10.19 読売新聞 朝 かわら版 秋晴れさるこい　ふる里の自然も心も 観光 3-38

2013.10.23 朝日新聞 朝 37 ヒシ・枝豆　おいしい秋 産業　教育 3-39

2013.10.24 読売新聞 朝 29 ヒシの実を収穫　大木・木佐木小 産業　教育 3-40

2013.10.24 毎日新聞 - - 水路の生物観察　大木町大溝小　在来種を放流 環境　教育 3-41

2013.10.26 西日本新聞 朝 - 堀割の魚観察　在来種は放流　大木町の大溝小 環境　教育 3-42

2013.11.9 朝日新聞 朝 34 ござ手織り　貴重な職人技 産業 3-43

2013.11.16 朝日新聞 朝 - 来たれ！がめ煮の味自慢 文化　観光 3-44

2013.11.24 西日本新聞 朝 28 筑後の３人奨励賞　全国青年弁論大会 文化　教育 3-45

2013.11.30 読売新聞 朝 かわら版 クイズで｢さるこい｣大木町であす開催 観光 3-46

2013.12.2 西日本新聞 朝 24 筑後市　正式決定へ”一丸” 社会 3-47

2013.12.12 新婦人しんぶん - - 循環のまち　福岡・大木町 環境 3-48

2013.12.12 新婦人しんぶん - - 人と地球にやさしい循環のまちづくり 環境　産業　観光 3-49

2013.12.13 西日本新聞 朝 28 議会　１２日大木町 政治 3-50
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2013.12.17 毎日新聞 朝 24 青少年読書感想文コンクール　特選、入選決まる 文化　教育 3-51

2013.12.19 読売新聞 朝 35 「新聞に軽減税率」２議会意見書可決　みやま市・大木町 社会 3-52

2013.12.19 西日本新聞 朝 26 議会　１８日大木町 政治 3-53

2013.12.19 西日本新聞 朝 27 西日本書き方大会　中学の部で学校賞独占 文化　教育 3-54

2013.12.21 読売新聞 朝 かわら版 わが家流がめ煮　大木町でコンテスト 文化　観光 3-55

2013.12.30 毎日新聞 朝 19 飛躍する馬　生け花に　大木町の中村さんキャナルで制作 文化 3-56

2014.1.1 西日本新聞 朝 20 郷土愛あふるる十二句初句会 文化 3-57

2014.1.4 読売新聞 朝 33 正月はプールへ　大木で催し 観光 3-58

2014.1.9 読売新聞 朝 25 空手全国大会で上位　大木の古川さん 文化 3-59

2014.1.10 毎日新聞 朝 - 堀の町・大木　ともに在る暮らし残したい 環境 3-60

2014.1.12 西日本新聞 朝 20 「家族のパン屋」夢かなう 産業 3-61

2014.1.19 読売新聞 朝 34 読売学生書展特別賞の皆さん 文化　教育 3-62

2014.1.21 読売新聞 朝 32 読売学生書展特選の皆さん 文化　教育 3-63

2014.1.24 朝日新聞 朝 31 大木町でも計算誤る 社会 3-64

2014.1.24 西日本新聞 朝 - 筑後市と大木町も還付加算金未払い 社会 3-65

2014.2.1 読売新聞 朝 かわら版 後藤秀明さん版画遺作展 文化　【図書館】 3-66

2014.2.1 読売新聞 朝 かわら版 子ども消防団員も出動　大木町・出初め式 社会 3-67

2014.2.1 西日本新聞 朝 31 わが家の漬物１６日に味比べ 文化　観光 3-68

2014.2.4 西日本新聞 夕 8 春に向かって一直線　平木八重美さん 文化 3-69

2014.2.8 読売新聞 朝 かわら版 昔なつかし紙芝居上映 観光 3-70

2014.2.8 読売新聞 朝 かわら版 あまおういちご狩り 観光 3-71

2014.2.8 読売新聞 朝 かわら版 大木町の歴史を歩く　２３日「おおいさるこい」 観光 3-72

2014.2.22 読売新聞 朝 かわら版 ヒシの実おひな様　大木町の的場さん制作 観光 3-73

2014.2.22 毎日新聞 朝 22 第５８回毎日全国学生競書展 文化　教育 3-74

2014.2.24 毎日新聞 朝 27 「脱引きこもり」手助け　アスパラガス農家　古賀拓哉さん 産業 3-75
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2014.3.4 西日本新聞 朝 26 議会　３日大木町 政治 3-76

2014.3.5 西日本新聞 朝 - 防火ポスター展小４の力作展示 文化 3-77

2014.3.5 西日本新聞 朝 28 続「イ草は今」　抗カビ剤研究で成果 産業 3-78

2014.3.12 西日本新聞 朝 28 「堀」のある暮らし次世代に伝えよう 環境 3-79

2014.3.14 読売新聞 朝 35 ＫＯＤＯＭＯ新聞寄贈　筑後、大木の小学生に 社会　教育 3-80

2014.3.15 読売新聞 朝 かわら版 大木の堀を守る　木柵護岸工事の見学会 環境 3-81

2014.3.21 西日本新聞 朝 - 「手仕事作家」９人趣味の作品初販売 商業 3-82

2014.3.29 読売新聞 朝 かわら版 堀を守るせっけん　堀の大木を歩く 環境　観光 3-83


